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　「神戸の歴史」を紹介する常設展を集約した1階を無料開放し
ます。居留地散策の道すがら気軽に立ち寄っていただくと、展示
ゆかりの品の買い物が楽しめます。かつて諏訪山にあった異人
館「トムセン邸」で使われていた調度品が並ぶカフェが、ゆった
りとしたくつろぎのひと時を与えてくれます。
　同邸の部材は、異人館の建築様式や生活スタイルを物語る貴
重な資料です。和風の彫り物が施された壁面のボードをはじめ、
花模様タイルの付いたストーブ台、舵形の飾り、階段、天井飾り、
ドア、窓枠や柱に至るまで「明治時代の空間」を新しいカフェに
再現させました。その1階に新たなカウンターを置きました。2、
3階で催す特別展のチケットブースと総合インフォメーション
機能を持たせ、荷物を預かるクロークも兼ねています。
　２階では主に銅鐸や南蛮美術などの当館所蔵コレクションを紹
介するのですが、新たに「ザビエル・ルーム」が登場します。カトリック
の修道会派の一つ「イエズス会」創設者の1人で、1549年夏に来日し
た聖フランシスコ・ザビエル（1506～52年）は、日本に初めてキリスト教
を伝えた偉人として知られますが、後に多くの信徒を得た日本キリスト
教の根源であるのと同時に、ザビエルの来日は、日本と西洋の本格
的な交流の契機にもなりました。
　当館所蔵の「ザビエル像」は、新しい展示室では、専用の薄型ガラ
スケースを設置し、至近距離から細部まで鑑賞できます。ただし、資料

　     神戸市立博物館
　市博は、1935年に建てられた旧横浜正金銀行神戸支店の建物を
改装し、1982年に誕生しました。「国際文化交流、東西文化の接触と
変容」を基本テーマに、考古・歴史、南蛮・紅毛美術、古地図、ガラス
資料など約7万点を所蔵しています。
　建物は、正面に6本のドリア式半円柱が並ぶ古典主義様式の重厚
な外観を持ち、内部も部屋ごとに異なる意匠を凝らすなど名建築の
名に恥じない造りになっていました。しかし、開館後35年が過ぎて老
朽化したアメニティー設備の改善と常設展示の刷新を目指し、昨年2
月から改修工事に入っています。

　外観と１階ホールの内装はほ
とんど手を加えず、開館の際に
増築した新館の重厚な雰囲気
に加え、らせん階段や１、２階を
貫く西面のステンドグラスも残し
ます。各階のトイレを拡充する
ほか、新たに保健室・授乳室を
設け、ショップ、カフェなども一新します。1～3階に展示室がある
のは従来通りですが、階ごとに特徴を持たせています。

2019年の旧居留地
及び周辺のイベント情報
※各イベントは予告なく変更や中止する場合がありますので、ご了承ください。

新 会 員 募 集
●入会のお問い合わせ、お申し込みは、
　078-333-2444　大丸神戸店（事務局／柊・土池）まで
   078-333-4111　ノザワ(事務局／古賀)まで

旧居留地連絡協議会
神戸市中央区播磨町30大丸カーポート7階
Tel.078-332-0151 Fax.078-332-0052

▲完成した頃の横浜正金銀行神戸支店の外観
神戸市立博物館蔵▲同支店の内部 神戸市立博物館蔵

▲神戸市立博物館コレクション展示室（イメージ）

▲令和元年 総会後の懇親会

　神戸のハイカラ文化を発信し続ける旧居留地には、今年
11月2日にリニューアルオープンする神戸市立博物館（市
博）をはじめ、特徴あるミュージアムが幾つかあります。
いずれも神戸ならではの「真珠」「照明器具」「ガラス工芸
品」など貴重な展示品を誇ります。市博が生まれ変わる姿
を中心に、「神戸パール」「神戸らんぷ」「KOBEとんぼ玉」
の各ミュージアムを順に見ていきましょう。

保存の観点から、オリジナルは年間2カ月しか展示できないため、それ
以外の期間は複製画をご覧いただくことになります。
　この部屋は、ザビエルの生い立ちとともに、2年以上滞在した日本の
印象と困難な布教活動について、自身が記した書簡の記述と併せて
紹介します。ザビエルが日本を去った後の17世紀初め、徳川幕府に
よって禁止された信仰を潜伏キリシタンが秘かに守り続けます。
　1622年に聖人となったザビエルを礼拝の対象として肖像制作の機
運が高まり、当館の像もこうした環境で描かれたものと思われます
が、当時の信仰を伝える外国製銅版画やメダイ（メダル）、小型の初
期洋風画作品も併せて披露します。
　11月2日のオープン初日から「リニューアル記念　神戸市立博物館
名品展」（12月22日まで）、次いで「建築と社会の年代記－竹中工務店
400年のあゆみ－」（来年１月11日～３月１日）を開催します。
　京町24番　10:00～17:00（有料展示室への入場16:30まで）土曜
10:00～21:00（同20:30まで）、月曜（休日と重なれば、次の平日）休日の
翌日（土・日曜・休日を除く）12/29～１/３休館、別に臨時休館・開館日
あり。コレクション展は、一般300円、大学生150円（特別展と同日の
観覧は一般200円、大学生100円）。高校生以下、市内在住の65歳以
上の方は無料。特別展は、別に料金（その都度公表）が必要。各種
割引制度あり。 078-391-0035

11月リニューアルオープン！
ミュージアムが似合う港街・神戸

広報委員会
◆月例委員会
4月27日（金）、5月29日（火）、6月25日（月）、
7月27日（金）、8月30日（木）、9月25日
（火）、10月14日（日）、11月10日（土）、12月
3日（月）、1月25日（金）、2月12日（火）、3月
12日（火） 開催

◆納涼大会・・・７月頃
◆バーベキュー大会・・・11月頃
◆ボーリング大会・・・3月頃

◆広報誌「居留地会議」No.４０の発行
◆親睦会・イベント等の写真撮影・記録
◆旧居留地連絡協議会
　WEBサイトの管理・運営
◆旧居留地連絡協議会オフィシャル
　　サイトの管理・運営

◆情報発信事業の実施
・5月3日に「旧居留地PREMIUM 
CLASSICAL CONCERT」（NTT新神
戸ビル東側広場、大丸神戸店前）開催。
・「旧居留地プロムナードコンサート
（仮称）」など秋以降の事業を検討。

平成30年度活動報告

親睦・イベント委員会

平成30年度活動報告

◆広報誌「居留地会議」No.39の発行
　平成30年９月１日　2,000部発行
　特集：「クラシック音楽も居留地から」
◆親睦会・イベント等の写真撮影・記録
◆旧居留地連絡協議会ＷＥＢサイトの
　管理・運営
◆旧居留地オフィシャルサイトの
　リニューアル（平成30年11月21日公開）
・スマホ対応のレスポンシブ・デザイン
・多言語対応（Google自動翻訳）
・SNSの活用／Facebook、Instagram
・イベント＆ニュースの充実
◆旧居留地はいからプロジェクト実行委員会
　主催事業の実施
・旧居留地 PREMIUM CLASSICAL 
CONCERT ほか。

◆納涼会　平成30年7月27日（金）／
於：tooth tooth maison 15th（82名参
加）
◆プロムナードコンサート　平成30年
10月14日（日）／於：神戸朝日ビルディ
ング　１F ピロティホール
◆秋のバーベキュー大会　平成30年11
月10日（土）／於：神戸フルーツフラワー
パーク（１６名参加）
◆新年会（賀詞交歓会）　平成31年1月
25日（金）
◆懇親ボウリング大会　平成31年3月
12日（火） 18：30～／於：神戸ボウリン
グ倶楽部（３７名参加）

•8月30日（金）～9月1日（日）
神戸よさこいまつり2019
神戸ハーバーランド、垂水区内会場

•8月31日（土）～9月1日（日）
にわのあかり ～光と闇をあいたのしむ～
神戸市立相楽園

•8月3日（土）
第49回みなとこうべ海上花火大会
神戸港（新港突堤～
メリケンパーク南側海上より）

•7月13日～9月14日までの土曜日
EAT LOCAL KOBE FARMERS 
MARKET（夏）
場所：東遊園地

•9月13日（金）～16日（月）
中秋節
南京町広場

•9月13日（金）～11月24日（日）
六甲ミーツ・アート 芸術散歩2019
六甲山

•9月21日（土）～22日（日）
Swing Jazz Cruise 2019 
神戸ハーバーランド

•9月28日（土）～10月6日（日）
第22回神戸元町ミュージックウィーク
神戸元町商店街周辺地域

•9月26日（木）、30日（月）、
10月3日（木）、8日（火）
ラグビーワールドカップ2019·神戸開催
神戸市御崎公園球技場

•10月12日（土）～13日（日）
　（前夜祭/11日）
神戸ジャズストリート2019
　三宮・北野町・トアロード界隈

•11月2日（土）～ 4日（月）
　（2日はプレ開催）
インディア・メーラー2019
　神戸メリケンパーク

•11月17日（日）
第9回神戸マラソン
　神戸市役所前（スタート）

•12月6日（金）～15日（日）
神戸ルミナリエ
　旧外国人居留地および東遊園地

•10月12日（土）～12月22日（日）
富野由悠季の世界
　兵庫県立美術館

神戸市立
博物館



◆地区内建設計画、店舗計画の聴取、助言
NIWAKA、FOXEY、オールドブライト
改修工事、伊藤町ビル改修工事、チェ
スティ(カフェ)、ケイトスペード、マギー·
ドゥ·カフェ、らんぷミュージアム、ファミリア、
KANJUハウジングギャラリー、神戸三宮
「えきまち空間」基本計画、日比谷花壇、
ファイブニーズ、アストンマーチン、セブン
イレブン、クロニクル、ミーレジャパン、
ライザップ、ユニバーサルランゲージメ
ジャーズ

◆都心づくりガイドライン改定について
　検討
◆放置自転車対策について
・神戸市と駐輪対策について打ち合わせ
 （環境委員会、防災防犯委員会と共催 
10/5）

◆委員会開催実績
4月17日、5月22日、6月19日、7月18日、
9月19日、10月16日、11月20日、
12月18日、1月22日、3月19日
計10回

・旧居留地地区内の建設計画等に対する                                
聴取、助言

・他団体・他都市の取組事例の研究、意見
交換

・道路環境のあり方の検討（放置自転車 
対策、新規改修道路への提案等）

・その他

◆緑化活動
　●プランター維持管理契約
　　6月1日更新済み
◆クリーン作戦
●初夏クリーン作戦／5月17日（木）
　172名の参加
●初秋クリーン作戦／9月13日（木）
　152名の参加
●冬季クリーン作戦／11月8日（木）
　161名の参加
●春季クリーン作戦／2019年3月14日  
　（木） 201名の参加  
　　　　　　　　　※延べ686名参加

◆ノーマイカーデー運動　
　同日実施済み／情宣用ティッシュ、花の
種400袋配布

◆放置自転車・バイク実態調査・警告タグ貼り
　6月14日実施済み／11月29日実施済み
◆環境委員会定例会議
4月26日、7月19日、10月11日 実施

◆エコキャップ運動
　・5月17日→226kg   ・9月13日→353kg
　・11月8日→161kg   ・3月14日→295kg

旧居留地連絡協議会

平成30年度活動報告と
令和元年度活動計画
2019年5月14日神戸銀行協会において
令和元年度の定時総会が開催され、昨年
度の活動報告及び今年度の事業計画と予
算案が承認されました。

令和元年度活動計画

都心づくり委員会
ま　　  ち

平成30年度活動報告

防災・防犯委員会

平成30年度活動報告

環境委員会

平成30年度活動報告

◆緑化活動
　●プランター維持管理契約
　　現状の契約どおり更新（6月1日）
◆クリーン作戦
●初夏クリーン作戦／5月23日（木）
●初秋クリーン作戦／9月12日（木）
●冬季クリーン作戦／11月7日（木）
●春季クリーン作戦／
　 2020年3月12日（木）　

※延べ約８００名参加見込む
◆ノーマイカーデー運動　 10月10日（木）
◆放置自転車・バイク実態調査・警告タグ貼り
　・6月6日（木）
　・ルミナリエに合わせ実施
　 （11月末～12月初）
◆環境委員会定例会議
4月25日（木）、7月18日（木）、10月10日
（木）、2020年3月12日
◆エコキャップ運動
　・社会、地域貢献として有効な限り発展的  
     に継続させる/合計1,000kg超を見込む

令和元年度活動計画
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　      神戸らんぷミュージアム
　1988年、旧北野らんぷ博物館
から、灯火具のほかマッチラベル
や文献など約3100点を関西電力
㈱が継承し、約1050点を展示して
います。たいまつやかがり火など原
始的な明かりから灯台、あんどん、
ろうそく、石油ランプ、ガス灯、電灯
に至るまで、貴重なコレクションを通じて「照明文化の歴史」を幅広く
学ぶことができます。明治時代の旧居留地をイメージした「灯（あか）
りのミュージアムウォーク」も併せてお楽しみください。
　京町80番 クリエイト神戸ビル３階。10:00～17:00（入館16:30まで）、
月曜（休日と重なれば翌日）と12/28～1/4休館。高校生以上200円、
小・中学生100円。 078-333-5310

          KOBEとんぼ玉ミュージアム
　ランプワークという技法で作ら
れた「とんぼ玉」をはじめ、古代か
ら現代までのガラス工芸作品を展
示しています。古代ガラスの「羽原
（はばら）コレクション」のほか、国内
外の代表作家の作品と企画展示
のスペースがあり、デモ・体験工房
では、とんぼ玉制作体験ができます。ミュージアムショップも併設し、
「観（み）る」「学ぶ」「創る」「買う」楽しさに満ちあふれた美術館です。
　京町79番 日本ビルヂング２階。10:00 ～ 19:00（入館18:45まで）、
12/31～ 1/2休館。高校生以上400円、小・中学生200円。 
078-393-8500
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　「神戸の歴史」を紹介する常設展を集約した1階を無料開放し
ます。居留地散策の道すがら気軽に立ち寄っていただくと、展示
ゆかりの品の買い物が楽しめます。かつて諏訪山にあった異人
館「トムセン邸」で使われていた調度品が並ぶカフェが、ゆった
りとしたくつろぎのひと時を与えてくれます。
　同邸の部材は、異人館の建築様式や生活スタイルを物語る貴
重な資料です。和風の彫り物が施された壁面のボードをはじめ、
花模様タイルの付いたストーブ台、舵形の飾り、階段、天井飾り、
ドア、窓枠や柱に至るまで「明治時代の空間」を新しいカフェに
再現させました。その1階に新たなカウンターを置きました。2、
3階で催す特別展のチケットブースと総合インフォメーション
機能を持たせ、荷物を預かるクロークも兼ねています。
　２階では主に銅鐸や南蛮美術などの当館所蔵コレクションを紹
介するのですが、新たに「ザビエル・ルーム」が登場します。カトリック
の修道会派の一つ「イエズス会」創設者の1人で、1549年夏に来日し
た聖フランシスコ・ザビエル（1506～52年）は、日本に初めてキリスト教
を伝えた偉人として知られますが、後に多くの信徒を得た日本キリスト
教の根源であるのと同時に、ザビエルの来日は、日本と西洋の本格
的な交流の契機にもなりました。
　当館所蔵の「ザビエル像」は、新しい展示室では、専用の薄型ガラ
スケースを設置し、至近距離から細部まで鑑賞できます。ただし、資料

　     神戸市立博物館
　市博は、1935年に建てられた旧横浜正金銀行神戸支店の建物を
改装し、1982年に誕生しました。「国際文化交流、東西文化の接触と
変容」を基本テーマに、考古・歴史、南蛮・紅毛美術、古地図、ガラス
資料など約7万点を所蔵しています。
　建物は、正面に6本のドリア式半円柱が並ぶ古典主義様式の重厚
な外観を持ち、内部も部屋ごとに異なる意匠を凝らすなど名建築の
名に恥じない造りになっていました。しかし、開館後35年が過ぎて老
朽化したアメニティー設備の改善と常設展示の刷新を目指し、昨年2
月から改修工事に入っています。

　外観と１階ホールの内装はほ
とんど手を加えず、開館の際に
増築した新館の重厚な雰囲気
に加え、らせん階段や１、２階を
貫く西面のステンドグラスも残し
ます。各階のトイレを拡充する
ほか、新たに保健室・授乳室を
設け、ショップ、カフェなども一新します。1～3階に展示室がある
のは従来通りですが、階ごとに特徴を持たせています。

▲コロンビアの視察団が旧居留地の備蓄倉庫を見学

保存の観点から、オリジナルは年間2カ月しか展示できないため、それ
以外の期間は複製画をご覧いただくことになります。
　この部屋は、ザビエルの生い立ちとともに、2年以上滞在した日本の
印象と困難な布教活動について、自身が記した書簡の記述と併せて
紹介します。ザビエルが日本を去った後の17世紀初め、徳川幕府に
よって禁止された信仰を潜伏キリシタンが秘かに守り続けます。
　1622年に聖人となったザビエルを礼拝の対象として肖像制作の機
運が高まり、当館の像もこうした環境で描かれたものと思われます
が、当時の信仰を伝える外国製銅版画やメダイ（メダル）、小型の初
期洋風画作品も併せて披露します。
　11月2日のオープン初日から「リニューアル記念　神戸市立博物館
名品展」（12月22日まで）、次いで「建築と社会の年代記－竹中工務店
400年のあゆみ－」（来年１月11日～３月１日）を開催します。
　京町24番　10:00～17:00（有料展示室への入場16:30まで）土曜
10:00～21:00（同20:30まで）、月曜（休日と重なれば、次の平日）休日の
翌日（土・日曜・休日を除く）12/29～１/３休館、別に臨時休館・開館日
あり。コレクション展は、一般300円、大学生150円（特別展と同日の
観覧は一般200円、大学生100円）。高校生以下、市内在住の65歳以
上の方は無料。特別展は、別に料金（その都度公表）が必要。各種
割引制度あり。 078-391-0035

　     神戸パールミュージアム
　神戸港開港に伴い来日した欧米人が買い求めた高付加価値商
品は、真珠でした。神戸は日本産海水産真珠の輸出基地であるの
と同時に、世界中の真珠が集まり、宝石へと加工される「世界におけ
る真珠の首都」でもあります。そんな神戸で、真珠産業の歴史を紹介
し、居留地との関わりを説明する小さなミュージアムです。パールスーク
（真珠市場）を併設しています。
　また1952年に完成した当会館の建物もユニークで、1階に黒御影
石を用い、2～4階には乳白色のタイルを使って全体を軽快に印象付
けているとして、神戸ではポートタワーとともに「日本のモダニズム建築
100選」に選ばれています。
　東町122番 日本真珠会館１階。10:00～17:00、土・日曜・休日休館。
入場無料。 078-331-4031

◆防災福祉コミュニティ代表者会議
　2018年4月22日
　神戸市中央消防署： 参加者1名
◆防災マネジメント研修
　2018年6月29日／19時～21時半　
　神戸市勤労会館： 参加者2名
◆市民防災リーダー研修
　2018年9月22日／９時半～12時　
　神戸市中央消防署： 参加者1名
◆市民救命士講習会
　2018年11月15日／13時半～16時半　
　東京海上日動火災保険株式会社
　神戸支店 ８階大会議室： 参加者30名
◆旧居留地防災訓練
　2019年1月29日／10時～11時　
　神戸朝日ビル１階ピロティ： 参加者20名
◆メモリアルウォーク（帰宅困難者訓練）
　2019年1月17日　
　東遊園地→ＨＡＴ神戸： 参加者14名
◆防犯講習会
　2019年2月19日／15時～17時　
　神戸朝日ビル
　13階アッセンブリールーム：参加者20名

令和元年度活動計画
◆防災・防犯委員会定例会議
　（原則として毎月17日、年10回、11回程
　度を予定）
◆防災福祉コミュニティ代表者会議
◆防災マネジメント研修
◆旧居留地防災訓練
◆市民救命士講習会
◆メモリアルウォーク　◆防犯講習会


